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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 11,241 ― 633 ― 706 ― 396 ―

20年3月期第1四半期 10,214 4.6 717 26.1 812 29.6 447 26.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 15.21 ―

20年3月期第1四半期 17.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 36,668 26,074 69.9 984.06
20年3月期 34,804 25,919 73.3 978.29

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  25,634百万円 20年3月期  25,518百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 21,500 3.8 1,500 8.2 1,600 5.4 1,260 50.1 48.33
通期 43,300 0.6 3,010 0.2 3,250 0.5 2,156 38.3 82.70

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

1．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 27,487,054株 20年3月期 27,487,054株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 1,437,488株 20年3月期 1,402,654株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 26,064,873株 20年3月期第1四半期 25,954,110株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、原油価格、原材料費の高騰や米国のサブプライムローン問題

に端を発した金融市場の不安定化の影響で、景気の先行きへの懸念が一段と強まっている状態にありました。

　このような中で、名古屋港における貨物の荷動きは、輸出貨物につきましては、自動車、自動車の部分品等が伸び

悩む一方で、輸入貨物は原油及び粗油、石油ガス類等が堅調な荷動きを示しました。　

この間、当社グループは営業努力に鋭意努力を重ね、当第１四半期連結会計期間の売上高は112億4千1百万円（前

年同四半期比10.1％増）となりました。

利益面におきましては、営業利益が6億3千3百万円（前年同四半期比11.8％減）、経常利益が7億6百万円（前年同

四半期比13.1％減）で四半期純利益が3億9千6百万円（前年同四半期比11.4％減）となりました。　

事業のセグメント別の内訳は、港湾運送事業におきましては42億2千9百万円（前年同四半期比7.9％増）、その他

運輸関連事業におきましては70億1千1百万円（前年同四半期比11.4％増）となりました。　

なお、当第1四半期連結会計期間より連結子会社となりました伊勢湾北方環保科技(天津)有限公司及びISEWAN

(THAILAND) CO.,LTD.は、その他運輸関連事業に含まれております。　　

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）全般の状況

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、及び健全なバランスシートの維持を財務方

針としております。　

（総資産）　

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ18億6千4百万円増加して366億6千8百

万円となりました。このうち、流動資産は7億5千6百万円増加して133億3千8百万円、固定資産は11億8百万円増加

して233億2千9百万円となりました。流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金の増加によるものであり、固定

資産の増加の要因は、弥富物流センターの完成によるものであります。一方、投資その他の資産の減少の主な要因

は、当第１四半期連結会計期間より連結子会社となりました伊勢湾北方環保科技(天津)有限公司の影響にともなう

出資金の減少によるものであります。

（負債）　

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ17億8百万円増加し105億9千3百万円とな

りました。このうち、流動負債は6億7千7百万円増加して68億9千7百万円、固定負債は10億3千1百万円増加して36

億9千6百万円となりました。流動負債の増加の主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加によるものであり、

固定負債の増加の主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。　

（純資産）　

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ1億5千5百万円増加し260億7千4百万円

となりました。このうち、株主資本は5千7百万円増加して253億3千4百万円、評価・換算差額等は5千8百万円増加

して2億9千9百万円、少数株主持分は3千9百万円増加して4億4千万円となりました。株主資本の増加の主な要因は、

利益剰余金の増加によるものであります。　　

以上の結果、自己資本比率は69.9％となりました。　

（２）連結キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用された資金は、2億1千7百万円となりました。　

主な内訳は、税金等調整前四半期純利益7億8百万円、賞与引当金の減少額3億8千7百万円、仕入債務の減少額2億

1千8百万円並びに法人税等の支払額8億5千6百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用された資金は、18億7千万円となりました。　　

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出16億5千6百万円及び貸付けによる支出1億8千7百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、23億8千9百万円となりました。　

主な内訳は、短期借入れによる収入2億4千3百万円及び長期借入れによる収入25億6千万円であります。　

以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は前期末に比べて6億8千7百万円増加し、49億6千8百万円となり

ました。

－ 1 －



３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月16日公表の業績予想は、平成20年７月15日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正

しておりますのでご参照下さい。　

 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。　

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。　

－ 2 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,968,270 4,281,255

受取手形及び売掛金 7,198,403 7,299,544

有価証券 3,417 3,177

繰延税金資産 495,951 506,203

その他 683,120 505,330

貸倒引当金 △10,360 △12,740

流動資産合計 13,338,801 12,582,771

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,764,151 4,958,382

機械装置及び運搬具（純額） 1,303,114 1,123,848

土地 8,459,981 8,341,015

建設仮勘定 － 1,421,700

その他（純額） 219,016 190,175

有形固定資産合計 17,746,265 16,035,122

無形固定資産   

その他 7,879 7,205

無形固定資産合計 7,879 7,205

投資その他の資産   

投資有価証券 2,613,607 2,541,530

長期貸付金 931,929 894,311

繰延税金資産 451,053 469,927

出資金 782,098 1,524,920

その他 828,379 778,650

貸倒引当金 △31,395 △30,127

投資その他の資産合計 5,575,674 6,179,213

固定資産合計 23,329,818 22,221,541

資産合計 36,668,620 34,804,312



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,063,504 3,280,966

短期借入金 243,327 －

1年内返済予定の長期借入金 1,569,276 144,276

未払法人税等 311,091 911,239

賞与引当金 390,552 777,950

その他 1,319,378 1,105,189

流動負債合計 6,897,129 6,219,621

固定負債   

長期借入金 1,272,144 293,213

退職給付引当金 2,175,260 2,123,456

長期預り保証金 12,141 12,141

その他 237,262 236,557

固定負債合計 3,696,808 2,665,368

負債合計 10,593,938 8,884,989

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,046,941 2,046,941

資本剰余金 1,463,436 1,463,436

利益剰余金 22,499,840 22,422,320

自己株式 △675,375 △655,106

株主資本合計 25,334,843 25,277,591

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 286,238 240,492

為替換算調整勘定 13,149 －

評価・換算差額等合計 299,388 240,492

少数株主持分 440,450 401,237

純資産合計 26,074,681 25,919,322

負債純資産合計 36,668,620 34,804,312



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 11,241,004

売上原価 9,060,715

売上総利益 2,180,289

販売費及び一般管理費 1,546,981

営業利益 633,307

営業外収益  

受取利息 7,076

受取配当金 13,725

持分法による投資利益 12,913

受取賃貸料 30,954

その他 15,087

営業外収益合計 79,756

営業外費用  

支払利息 3,868

その他 2,731

営業外費用合計 6,600

経常利益 706,463

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,793

固定資産売却益 830

特別利益合計 3,623

特別損失  

固定資産除却損 407

会員権評価損 1,045

特別損失合計 1,452

税金等調整前四半期純利益 708,634

法人税、住民税及び事業税 289,738

法人税等調整額 9,567

法人税等合計 299,305

少数株主利益 12,814

四半期純利益 396,513



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 708,634

減価償却費 251,842

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,111

賞与引当金の増減額（△は減少） △387,397

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,803

受取利息及び受取配当金 △20,801

支払利息 3,868

為替差損益（△は益） △669

持分法による投資損益（△は益） △12,913

有形固定資産売却損益（△は益） △830

有形固定資産除却損 407

売上債権の増減額（△は増加） 108,361

仕入債務の増減額（△は減少） △218,268

その他 137,942

小計 620,869

利息及び配当金の受取額 24,021

利息の支払額 △6,213

法人税等の支払額 △856,028

営業活動によるキャッシュ・フロー △217,350

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,656,289

有形固定資産の売却による収入 1,000

投資有価証券の取得による支出 △4,782

無形固定資産の取得による支出 △707

貸付けによる支出 △187,618

その他 △22,087

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,870,486

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 243,327

長期借入れによる収入 2,560,000

長期借入金の返済による支出 △156,069

自己株式の取得による支出 △20,268

配当金の支払額 △220,276

少数株主への配当金の支払額 △17,360

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,389,352

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 281,995

現金及び現金同等物の期首残高 4,281,255

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 405,018

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,968,270



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）

 
港湾運送事業
（千円）

その他
運輸関連事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,229,885 7,011,119 11,241,004 ― 11,241,004

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ― ―

計 4,229,885 7,011,119 11,241,004 ― 11,241,004

営業利益 276,531 575,641 852,173 (218,865) 633,307

　（注）１　事業の区分は、事業の性質及び営業取引の類似性を勘案して区分しております。

２　各事業区分の主要な内容

港湾運送事業……港湾の船内荷役、沿岸荷役、はしけ運送の各事業

その他運輸関連事業……海上・陸上運送、附帯、倉庫、一般廃棄物及び産業廃棄物の運送ならびに再生処理、

一般貨物自動車運送の各事業

 

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）　

全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略し

ております。　

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）　

海外売上高の合計が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。　

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）　　　　　　　　（単位　千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前期末残高 2,046,941 1,463,436 22,422,320 △655,106 25,277,591

当第１四半期までの変動額      

剰余金の配当   △257,838  △257,838

四半期純利益   396,513  396,513

連結子会社の増加に伴う減

少額　
  △61,155  △61,155

自己株式の取得　    △20,268 △20,268

当第１四半期末までの変動額

合計　
― ― 77,519 △20,268 57,251

当第１四半期末残高　 2,046,941 1,463,436 22,499,840 △675,375 25,334,843

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 10,214,244

Ⅱ　売上原価 8,091,603

売上総利益 2,122,640

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,404,664

営業利益 717,975

Ⅳ　営業外収益 97,367

受取利息　 4,263

受取配当金　 20,973

持分法による投資利益　 21,161

賃貸料　 31,351

為替差益　 8,623

その他　 10,993

Ⅴ　営業外費用 2,376

支払利息　 2,376

経常利益 812,966

Ⅵ　特別利益 234,623

投資有価証券売却益　 21,780

連結子会社所有の親会社
株式売却益　

212,268

その他　 574

Ⅶ　特別損失 ―

税金等調整前四半期純利益 1,047,590

税金費用 440,423

少数株主利益　 159,466

四半期純利益 447,699

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益　 1,047,590

減価償却費　 166,632

退職給付引当金の増減額（△減少額）　 △15,106

役員退職慰労引当金の増減額（△減少額）　 △47,675

賞与引当金の増減額（△減少額） △370,700

役員賞与引当金の増減額（△減少額） △32,000

貸倒引当金の増減額（△減少額）　 △419

受取利息及び受取配当金　 △25,237

連結子会社所有の親会社株式売却益　 △212,268

売上債権の増減額（△減少額） 254,706

仕入債務の増減額（△減少額）　 △211,368

その他　 79,486

小計 633,638

利息及び配当金の受取額　 22,914

利息の支払額　 △2,376

法人税等の支払額　 △671,689

営業活動によるキャッシュ・フロー △17,513

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出　 △238,218

有形固定資産の売却による収入　 188

投資有価証券の取得による支出　 △375,198

投資有価証券の売却による収入　 25,080

貸付けによる支出　 △9,618

会員権の取得による支出　 △4,800

その他　 5,247

投資活動によるキャッシュ・フロー △597,319

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入　 371,500

長期借入による収入　 101,772

長期借入金の返済による支出　 △127,215

自己株式の取得による支出　 △1,106

連結子会社所有の親会社株式売却による収入　 579,200

親会社による配当金の支払額　 △221,446

少数株主への配当金の支払額　 △9,300

財務活動によるキャッシュ・フロー 693,404

－ 3 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,226

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 79,797

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,022,448

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 6,102,246

（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

港湾運送事業
（千円）

その他

運輸関連事業　

（千円）

計

（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売　上　高      

(1)外部顧客に対する売上高　 3,918,675 6,295,568 10,214,244 ― 10,214,244

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高　
― ― ― ― ―

計　 3,918,675 6,295,568 10,214,244 ― 10,214,244

営　業　費　用 3,576,699 5,733,281 9,309,981 186,287 9,496,268

営　業　利　益 341,975 562,287 904,262 (186,287) 717,975

（注）１．事業の区分は、事業の性質及び営業取引の類似性を勘案して区分しております。　

２．各事業区分の主要な内容　

港湾運送事業　　　・・・港湾の船内荷役、沿岸荷役、艀運送の各事業　

その他運輸関連事業・・・海上・陸上運送、附帯、倉庫、一般廃棄物及び産業廃棄物の運送ならびに

再生処理、一般貨物自動車運送の各事業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は186,287千円あり、そ

の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日　至 19年６月30日）　

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。　

　

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日　至 19年６月30日）　　

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。　

－ 4 －
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